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1.1 本書の説明範囲

本ガイドは、Tesla エナジー製品の安全に関する緊急時の対応要員と Authorities Having Jurisdiction (規定執行官、AHJ) の
ための資料です。Tesla エナジー製品とは、テスラが設計、製造、販売している、Megapack、Powerpack、Powerwall な
どの充電式リチウムイオン バッテリー エネルギー貯蔵製品です。本書における情報および推奨事項の記載は誠意をもっ
て行われたものであり、記載時点では正確であると確信されています。ただし TESLA, INC. は、明示的であると暗示的で
あるとを問わず、かかる情報に関していかなる保証もしません。

はじめに
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2.1 社名と連絡窓口情報

表 1. 社名と連絡窓口情報

製品 一般家庭用、商業用、産業用/公共エネルギー用に設計された Tesla エナジー製品、および以上の製品に取り付け
可能なモジュールやサブアセンブリ。以下、特定の部品番号の一覧です。

事業
所

本社 (米国)
3500 Deer Creek Road

Palo Alto, CA 94304 USA

電話番号: +1 650-681-5000 (緊急時には使用しないでください。以下参照)

欧州およびアフリカ
Burgemeester Stramanweg 122

1101EN Amsterdam, The Netherlands

電話番号: +31 20-258-3916 (緊急時には使用しないでください。以下参照)

オーストラリアおよび
アジア Eastern Aoyama Building 4F 8-5-41

東京都港区赤坂、日本 107-0052

電話：+81 3 6890 7700 (緊急時には使用しないでください。以下参照)

製造者 (米国)
3500 Deer Creek Road

Palo Alto, CA 94304 USA

電話番号: +1 650-681-5000 (緊急時には使用しないでください。以下参照)

緊急
時の
連絡
先

CHEMTREC 有害物 (または危険物) インシデント: こぼれ、漏れ、火災、露出、または事故があった
場合は昼夜問わず CHEMTREC に連絡する

米国およびカナダ国内の場合：1-800-424-9300

連絡先：CCN204273

米国およびカナダ国外の場合：+1 703-741-5970 (コレクトコール可)

Tesla サービス サポー
ト連絡窓口 Powerpack と Megapack:

• ホットライン番号 (24 時間、年中無休):
◦ 北米地域：+1 (650) 681-6060
◦ オーストラリア：+1800 294 431
◦ ニュージーランド：+0800 995 020
◦ 日本：+0120 975 214

会社概要、問い合わせ窓口、製品情報
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◦ アジア/太平洋+61 2 432 802 81

• メール サポート: IndustrialStorageSupport@tesla.com

Powerwall:

• ホットライン番号 (24 時間、年中無休):
◦ 北米地域：+(877) 798-3752
◦ 英国: +44 8000988064
◦ ドイツ：+49 800 724 4529
◦ イタリア：+39 800596849
◦ 南アフリカ：+27 87 550 3480

• メール サポート:
◦ 北米地域：PowerwallSupportNA@tesla.com

◦ オーストラリア/ニュージーランド: PowerwallSupportNA@tesla.com

◦ 日本：EnergyCustomerSupportJP@tesla.com

◦ ヨーロッパ/中東/アフリカ: EnergySupportEmea@tesla.com

2.2 SDS と製品情報

安全性データ シート (SDS) は、労働安全衛生局 (OSHA) 危険有害性周知基準 29 CFR サブパート 1910.1200 で規定され
ています。この危険有害性周知基準は、OSHA により「物品」として定義されるものを含むさまざまなサブカテゴリーに
は適用されません。OSHA では、流体または粒体以外で、次の 3 条件をすべて満たす製造物が「物品」として定義されて
います。(i) 製造段階で特定の形状またはデザインに成形され、(ii) 最終使用段階でその形状またはデザインに全体的また
は部分的に依存する最終使用機能を有し、(iii) 通常の使用条件下ではごく少量 (例えば、微量または痕跡量) の危険有害化
学物質しか放出せず、かつ従業員に物理的有害性リスクまたは健康リスクをもたらしません。

本書に記載の Tesla エナジー製品はこの OSHA による「物品」の定義を満たしています。したがって、危険有害性周知基
準の要求事項を免除されており、SDS は必要ありません。ただし、それらの製品内部で使用されている非セル物質には
SDS が用意されています。

Tesla エナジー製品は、多くの民生用電気製品で使用されている密閉型充電バッテリー セル (以下、セル) と同様のセルが
使用されています。セルは、それぞれ直径約 21 mm、長さ約 70 mm の密閉された円筒型です。

各セルには、以下のいずれかの物質で構成されているリチウム イオン電極が内蔵されています:

• リチウム ニッケル コバルト酸化アルミニウム (NCA 物質)、LiNixCoyAlzO2;
• リチウム ニッケル、マンガン、酸化コバルト (NMC 物質) LiNixMnyCozO2;
• リチウム ニッケル、酸化マンガン (NMO 物質)、LiNixMnyO2
• リチウム酸化コバルト、LiCoO2;
• または、これら複合物の混合

セルおよびバッテリー内に金属リチウムは入っていません。各セルの公称電圧は約 3.6 V です。

Tesla Powerpack システムと Powerwall には、クーラントと冷却材内蔵の密閉型温度管理システムも組み込まれています。
これらの液体物質には、安全データ シート (SDS) が用意されています。

会社概要、問い合わせ窓口、製品情報
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表 2. サーマル コンテンツ

Tesla エナジー製品で使用されている SDS 付き非セル物質 概算容量

エチレングリコール 50/50 の水との混合物
Powerwall 1: 50/50 混合物 1.6L

Powerwall 2: 50/50 混合物 2.3L

Powerpack 1: 50/50 混合物 22L

Powerpack 2: 50/50 混合物 26L

Powerpack インバータ: 50/50 混合物 11L

Megapack: 50/50 混合物 540L

Powerpack ポッドモジュール: なし

Megapack バッテリーモジュール: なし

R134a: 1,1,1,2 テトラフルオロエタン冷却材
Powerwall 1、2: 不使用

Powerpack 1、2: 400 g

Megapack: 7.6 kg

Powerpack ポッドモジュール: なし

Megapack バッテリーモジュール: なし

個々のリチウムイオン セルが接続されてモジュールを形成します。モジュールはバッテリー サブアセンブリです。これ
らのモジュールは、Tesla エナジー製品に取り付けられています。Tesla エナジー製品の概要仕様は以下のとおりです。

表 3. Tesla エナジー製品概要仕様

部品番号 (使
用可能な場合
は Reman 番

号)

詳細 モジュ
ール電
圧 – 出
荷時 (V)

最大シ
ステム
DC 電
圧

最大シ
ステム
AC 電
圧

重量 (kg) 高さ (cm) 幅 (cm) 奥行 (cm)

Powerwall 1 バージョン

1050100-
x*y*-z*

POWERWALL、
2KW、7KWH

<30 
(DC)

450 
(DC)

-
95

(210 lb)

130

(51 インチ)

86

(34 インチ)

18

(7 インチ)

1067000- 
x*y*-z*

POWERWALL、
3.3KW、7KWH

<30 
(DC)

450 
(DC)

-
95

(210 lb)

130

(51 インチ)

86

(34 インチ)

18

(7 インチ)

1068000-
x*y*-z*

POWERWALL、
6.6KW、10KWH

<30 
(DC)

450 
(DC)

-
101 130

(51 インチ)

86

(34 インチ)

18

(7 インチ)

会社概要、問い合わせ窓口、製品情報
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部品番号 (使
用可能な場合
は Reman 番

号)

詳細 モジュ
ール電
圧 – 出
荷時 (V)

最大シ
ステム
DC 電
圧

最大シ
ステム
AC 電
圧

重量 (kg) 高さ (cm) 幅 (cm) 奥行 (cm)

(223 lb)

Powerwall 2 バージョン

1092170-
x*y*-z*

AC POWERWALL <30 
(DC)

450 
(DC)

300 
(AC) 114

(251.3 lb)

115

(45.3 イン
チ)

75

(29.6 イン
チ)

14

(5.75 イン
チ)

1112170-x*y*-
z*

DC POWERWALL <30 
(DC)

450 
(DC)

-
115

(254 lb)

112

(44 インチ)

74

(29 インチ)

14

(5.5 イン
チ)

Powerpack 1 バージョン

1047404-
x*y*-z* Powerpack

(2 時間連続正味放電
量)

<30 
(DC)

450 
(DC)

480 
(AC) 1680

(3700 ポン
ド)

219

(86 インチ)

97

(38 インチ)

132

(52 インチ)

1060119-
x*y*-z* Powerpack

(4 時間連続正味放電
量)

<30 
(DC)

450 
(DC)

480 
(AC) 1665

(3670 ポン
ド)

219

(86 インチ)

97

(38 インチ)

132

(52 インチ)

1121229-
x*y*-z* Powerpack

(4 時間連続正味放電
量)

<30 
(DC)

450 
(DC)

480 
(AC) 2160

(4765 lb)

219

(86 インチ)

97

(38 インチ)

132

(52 インチ)

Powerpack 1.5 バージョン

1089288-
x*y*-z*

Powerpack 1.5 C/2
システム

<30 
(DC)

960 
(DC)

480 
(AC) 1622

(3575 lb)

219

(86 インチ)

131

(51.5 イン
チ)

82

(32.5 イン
チ)

Powerpack 2 / 2.5 バージョン

1083931-
x*y*-z* 
(1130518-
x*y*-z*)

Powerpack 2 C/4 シ
ステム

<30 
(DC)

960 
(DC)

480 
(AC) 2160

(4765 lb)

219

(86 インチ)

131 82

(32.5 イン
チ)

会社概要、問い合わせ窓口、製品情報
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部品番号 (使
用可能な場合
は Reman 番

号)

詳細 モジュ
ール電
圧 – 出
荷時 (V)

最大シ
ステム
DC 電
圧

最大シ
ステム
AC 電
圧

重量 (kg) 高さ (cm) 幅 (cm) 奥行 (cm)

(51.5 イン
チ)

1083932-
x*y*-z*

Powerpack 2 C/2 シ
ステム

<30 
(DC)

960 
(DC)

480 
(AC) 2160

(4765 lb)

219

(86 インチ)

131

(51.5 イン
チ)

82

(32.5 イン
チ)

1490025-
x*y*-z*

Powerpack 2.5 C/4
システム

<30 
(DC)

960 
(DC)

480 
(AC) 2160

(4765 lb)

219

(86 インチ)

131

(51.5 イン
チ)

82

(32.5 イン
チ)

1490026-
x*y*-z*

Powerpack 2.5 C/2
システム

<30 
(DC)

960 
(DC)

480 
(AC) 2160

(4765 lb)

219

(86 インチ)

131

(51.5 イン
チ)

82

(32.5 イン
チ)

1490027-
x*y*-z*

Powerpack 2.5 C/2
システム

<30 
(DC)

960 
(DC)

480 
(AC) 2160

(4765 lb)

219

(86 インチ)

131

(51.5 イン
チ)

82

(32.5 イン
チ)

Megapack（全バージョン - 1462965-x*y*-z*のエンクロージャ エンベロープの測定寸法）

1462965-
x*y*-z*

MEGAPACK <450 
(DC)

960 
(DC)

505 
(AC) 25,400

(56,000 lb) 
(最大)

252.2

(99 ¼イン
チ)

716.8

(282 ¼イン
チ) (長さ)

165.9

(65 ¼イン
チ)

スペア部品

N/A POWERPACK ポッ
ドモジュール

<30 
(DC)

960 
(DC)

N/A
98

（215 lb）

12

（5 インチ）

100

（39 ½イン
チ）

75

（29 ½イン
チ）

N/A MEGAPACK バッテ
リーモジュール

<450 
(DC)

960 
(DC)

N/A
1,085

（2,400 lb）

66

（26 イン
チ）

81

（32 イン
チ）

149

（59 ½イン
チ）

* 8 桁目または 9 桁目には任意の数字または文字が入り、10 桁目には任意の文字が入ります。

会社概要、問い合わせ窓口、製品情報
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3.1 全般的な注意事項

本書で説明されている製品は、取り扱いを誤ると危険です。取り扱いを誤ると、死亡を含め物的損害やけがにつながるこ
とがあります。

Tesla エナジー製品は、リチウムイオン バッテリーを使用しています。バッテリーはエネルギー源です。短絡、穿刺、焼
却、粉砕、浸漬、強制放電や、製品の宣言動作温度範囲より高い温度にさらすことはしないでください。内部短絡や外部
短絡は深刻な過熱を引き起こし、発火源を発生させることによりセルまたはバッテリーの周囲材料や内部材料が燃えるこ
とがあります。通常の使用条件下では、バッテリーの完全性が維持されてシールが本来の状態を保つかぎり、電極材料や
それに含まれる電解液が露出することはありません。ばく露は、機械的、熱的、電気的に酷使された場合に発生すること
があります。

3.2 高電圧の危険性

通常の使用条件下では、Tesla エナジー製品のエンクロージャが閉じられているかぎり、製品の取り扱いにおいて電気的
危険が生じることはありません。Tesla エナジー製品には多くの安全対策が施されており、予想される過酷な条件にさら
されたとしても、高電圧バッテリーが安全かつ堅固な状態に維持されるようになっています。構成バッテリー セルはすべ
てエンクロージャ (Powerpack の場合はポッド、Megapack の場合はバッテリー モジュール) 内でグループ分けされて製
品内で密閉されています。

Powerpack と Megapack では、各ポッド/バッテリー モジュールの外側は、内部コンポーネントから絶縁されており、コ
ネクターは触れても安全です。ポッドは、高電圧から絶縁された堅牢な金属性エンクロージャに収められています。
Megapack バッテリー モジュールも同じく密閉されており、外側から触れることはできません。Powerwall では、モジュ
ールはユニット内に収められており、Tesla の技術者以外が触れることはできません。これらのコンポーネントにアクセ
スできるのは、Tesla 認定技術者のみです。

外側エンクロージャー、ポッド/バッテリー モジュール エンクロージャ、安全回路のすべて、またはいずれかが大きく損
傷すると、Tesla エナジー製品は重大な高電圧リスクや感電死リスクの原因になります。多くのばあい、通常の放電状態
でもバッテリー パックには、かなりの電荷が帯電しているため、取り扱いを誤るとけがや死亡につながるおそれがありま
す。Tesla エナジー製品に目に見える損傷がある場合、危険の程度が確認されるまで (必要に応じて危険性がなくなるま
で) 適切な高電圧予防対策を講じてください。

警告: 高電圧リスクと感電死リスクがあるので、テスラ エナジー製品の密閉エンクロージャに切れ込みを入れないで
ください。

取り付け/取り外しの正しい手順については、Tesla サービス サポート チームまでお問い合わせください。

3.3 機械的損傷に関連する危険

Tesla エナジー製品の機械的損傷は、次のようないくつかの危険状態を生むことがあります (以下で説明) 。

• バッテリー パック クーラントの漏出 (漏出クーラントに関連する危険を参照)

取り扱い、使用、危険に関する注意事項
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• 漏出した冷却剤 (Powerpack System と Megapack のみ。冷却材の漏出に関連する危険 (Powerpack と Megapack のみ)
を参照)

• セル電解液の漏出 (漏出電解液に関連する危険を参照)
• 構成材料の発熱反応 (セルの熱暴走)、セルのベント、自己加熱および熱暴走反応の隣接セルへの伝播による個々のセル
の急速加熱。

• 発火

Tesla エナジー製品の機械的損傷を防ぐため、以上のアイテムは、非使用時や、設置前は、発送時の梱包で保管してくだ
さい (保管上の注意を参照)。

3.4 高温曝露に関連する危険

Tesla エナジー製品は、ユニットを損傷させることなく、最長 24 時間、最高 50°C (122°F) の動作周囲温度、最高 100%の
動作湿度 (結露あり)、最高 60°C (140°F) の保管温度、95%未満の相対湿度 (結露なきこと) に耐える設計になっています。

以上の値を超えた温度に Tesla エナジー製品を長時間さらすと、バッテリーセルが熱暴走して火災の原因になることがあ
ります。バッテリー パックを炎などの局所的熱源にさらすとセルが熱暴走することがあるので避けてください。

3.5 漏出クーラントに関連する危険

Tesla エナジー製品の温度管理は、エチレングリコールと水の 50/50 混合液による冷却で行われます。通常の Powerpack
システムには、約 26L のクーラント (Powerpack 2/2.5) または約 22L のクーラント (Powerpack 1) が内蔵されています。
通常の Powerwall システムには、約 1.6L のクーラント (Powewall 1) または約 2.3L のクーラント (Powerwall 2) が内蔵さ
れています。Powerpack インバータ (フル実装) には、約 11L のクーラントが内蔵されています。通常の Megapack には、
約 540 L のクーラントが内蔵されています。設置された Tesla エナジー製品に機械的な損傷が生じると、クーラントが漏
れるおそれがあります。クーラント液は青色で、強い臭気は出ません。

エチレング リコールに関連する毒性学的危険性、生態学的影響、および廃棄上の注意事項については、バッテリー クー
ラントのための安全性データシート (SDS) を参照してください。

Tesla エナジー製品が漏れたクーラントに長時間さらされると、腐食や保護回路の逸失などで製品にさらに損傷を与える
恐れがあります。

3.6 冷却材の漏出に関連する危険 (Powerpack と Megapack のみ)
Powerpack および Megapack の温度管理システムには、それぞれ R134a の 400g と 7.6kg が含まれています。1,1,1,2 密
封システム内のテトラフルオロエタン冷却剤が含まれています。Powerpack や Megapack が機械的に損傷すると、冷却材
が漏出することがあります。こういった放出は、煙が噴き出す様子に似ています。

R134a に関連する毒性学的危険性、生態学的影響、および廃棄上の注意事項については、R134a のための安全性データシ
ート (SDS) を参照してください。

3.7 漏出電解液に関連する危険

バッテリー構成セル内の電解液は、揮発性の高い炭化水素系液体と、ヘキサフルオロリン酸リチウムなどの溶存リチウム
塩 (リチウムイオン供給源) を含んでいます。Tesla エナジー製品のセル内の電解液は、その大部分が各密閉セル内の電極
に吸収されています。電解液はそれらの材質と反応し、バッテリーの通常動作で消費されます。したがって、自由電解液
が不足すると Tesla エナジー製品内の電解液量の判定が困難になります。

Tesla エナジー製品から電解液が漏れるおそれはほとんどありません。電解液を一つのセルから抽出するには、遠心分離
機を使用するか、過酷な条件で強い力を使って押しつぶす必要があります。しかし、電解液の漏れを引き起こすまでセル
を機械的に損傷させることは非常に困難です。万が一、1 つのセルから電解液が漏れるような損傷が起こったとしても、
それが原因で複数のセルから電解液の漏れが生じることは極めてまれです。さらに、セルは密閉された鋼製エンクロージ
ャ内の区画に配置されたモジュールに接続されています。各区画は、多数ある個々のセルからの電解液を閉じ込めておく
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ことができます。外装エンクロージャ、ポッド/バッテリー モジュール エンクロージャに機械的に大きな損傷がないと、
Tesla エナジー製品のユーザに電解液が付着することはありません。したがって、Tesla エナジー製品では、電解液が漏れ
る危険要因は想定していません。

漏出した電解液はすぐに蒸発して白い残留塩が残ります。気化した電解液は可燃性で、アルキル カーボネート化合物を含
んでいます。漏出電解液は無色で、甘いにおいがするのが特徴です。明らかに匂う場合は、その場を離れ、換気を行って
ください。

警告: 電解液との接触は避けてください。

漏出電解液は可燃性で、目や皮膚に炎症を引き起こします。電解液らしき液体が見つかった場合は、電気掃除機で周囲を
清掃し、液体の明確な識別ができて十分な保護具 (眼、皮膚、呼吸保護具) を装着するまでは、問題の液体に触れることは
避けてください。こぼれた液体はケミカル クラシファイヤー ストリップで識別できます (電解液には石油溶剤/有機溶剤
およびフッ素化合物が含まれています)。

電解液が漏れたときは、有機蒸気/酸性ガス カートリッジ、安全ゴーグル、またはフルフェイス保護マスク、保護手袋 (ブ
チル ゴムまたはラミネート フィルム (シルバー シールド等)) などの保護具を使用してください。防護服も着用する必要
があります。こぼれた電解液を拭き取るには、乾いた吸収性材料を使用します。

注: 電解液の許容ばく露濃度は、米国産業衛生専門家会議 (ACGIH) でも未確認です。バッテリーから電解液が漏出した場
合、(ラットの) 経口 LD50 (半数致死量) は 2g/kg (推定) より大きくなっています。

3.8 放出電解液に関連する危険

リチウム イオン セルは密閉されたユニットなので、通常の使用条件下では電解液の放出は起きません。異常な高温にさ
らされたり、誤った方法で使用された場合、電解液と電解液分解生成物が蒸発し、セルから抜け出る場合があります。異
常な高温にさらされた場合に、電解液が蓄積する可能性はほとんどありません。熱暴走反応 – 異常かつ危険な状態 - の発
生を示す共通の早期指標はガスの放出です。

Tesla エナジー製品からガスや煙が出ているのに気づいたら、その場を離れて、緊急救援隊や現地消防署に通報してくだ
さい。リチウムイオン バッテリー パックから出るガスや煙は可燃性である場合が多く、セルからのガス放出につながっ
た条件は放出ガスの発火も引き起こす可能性があるので、パックからのガスや煙が突然発火することがあります。ガスを
放出している Tesla エナジー製品は、消防用 PPE の手順に従って、適切な個人用保護具 (PPE) を着用し、訓練を受けた
緊急救援隊員が、慎重に処理することとします。

セル放出ガスの組成は、セル自体の組成、セルの充電状態、セルからのガス放出原因を含む複数の要因によって異なりま
す。放出ガスには、アルキル炭酸塩、メタン、エチレン、エタンなどの揮発性有機化合物 (VOC)、水素ガス、二酸化炭
素、一酸化炭素、すす、およびニッケル、アルミニウム、リチウム、銅、コバルトの酸化物を含有する粒子などが含まれ
ます。さらに、五フッ化リン、POF3、HF 蒸気が発生することもあります。

警告: 放出ガスとの接触は避けてください。

放出されたガスによって目、皮膚、喉に炎症が起きることがあります。セルから放出されるガスは高温です。温度が
600°C (1,110°F) を超えることもあります。高温ガスと接触すると、火傷をする恐れがあります。放出される電解液は可燃
性です。裸火、スパーク、十分加熱された表面などの発火源に接触すると発火することがあります。また、放出電解液は、
熱暴走反応を起こしているセルと接触して発火することもあります。

取り扱い、使用、危険に関する注意事項
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4.1 消防措置

注意: Tesla 製品の火災や危険事象への対応方法については、すみやかに Tesla に連絡して技術的指示を仰いでくだ
さい。訓練を受けた専門家以外は対応しないでください。

Tesla エナジー製品では、バッテリー ユニットのエンクロージャが大規模な長時間火災や、激しい物理的衝撃など、極端
な外的影響が発生しない限り大きな火災にはなりません。UL 標準と IEC 標準による試験で立証されているように、単独
のセルが熱暴走しても、隣接セルにそれが伝わることはありません。火災の際、Tesla エナジー製品は、安全にコントロ
ールされた状態で反応し、爆発性の破裂、デフラグレーション、あるいは想定外の危険要因をともなうことなく、隣接エ
ンクロージャ ユニットに伝播せずにそれ自体が徐々に燃焼することが厳しい本格的な火災試験で示されています。これ
らの内容については、大型の火災試験で立証済みであり、第三者の報告書も入手できます。

4.1.1 Tesla エナジー製品の換気に対する対応

Tesla エナジー製品から発煙があった場合、異常で危険な状態になっている可能性があります。バッテリーの熱暴走によ
る火災の際は、事前に一定時間発煙します。この煙は可燃性である場合が多く、すぐにでも発火する可能性があります。
Tesla エナジー製品から火災や発煙があった場合は、常に以下のことを行う必要があります。

1. 可能であれば、ユニット/システムをシャットダウンする (緊急時の電源切断を参照)
2. その場を離れ避難する

3. 適切な訓練を受けた第 1 応答者、地域の消防署、場合によっては任命された専門家 (SME) に連絡してください。

警告: Powerpack システムで火災が発生した場合、正面 (ドア側) から Powerpack ユニットに近づかないでくださ
い。緊急対応を行う場合は、ユニットの側面または背面から対処を行います。エンクロージャ ドアを開けたり、ユ
ニットに触れないでください。試験の結果によると、1 つの Powerpack に火災が発生しても、隣接する Powerpack
に延焼することはありません。

警告: Megapack の火災に対応するときは、ユニットに近付いたり、ドアを開けようとしないでください。ドアは、
閉鎖状態を保つ設計になっており、煙や炎はユニットのルーフに組み込まれたデフラグレーション ベントでユニッ
ト トップとフロント サーマル システム インテーク ルーバーから放出されます。試験の結果によると、1 つの
Megapack に火災が発生しても、隣接した Megapack に延焼することはありません。

問題の Tesla エナジー製品で、発煙が続いていないか継続して監視する必要があります。火災が激しさを増し、炎が見え
るようになった場合は、燃えているユニットには直接放水せずに、隣接したバッテリー エンクロージャや露出部 (防御的
消火活動を参照) に放水してください。火災の影響を受けているエンクロージャに放水しても、熱暴走は止まりません。
これは火災が複数の鋼材層の背後で発生しており、直接放水しても、結果としてユニット全体の燃焼が遅くなるだけだか
らです。そのような火災の場合、ドアは開かないでください。試験では、水や消火剤をまかなくても、単独の Powerpack
や Megapack における熱暴走は、隣接するエンクロージャには伝わらないことが示されており、水は危険が露出部や周囲
への伝播を軽減するために使用できます。

水の噴霧は、露出した Tesla エナジー製品に使用する物質として安全と考えられています。水はリチウムイオン バッテリ
ー火災を抑制する推奨物質であるとみなされています。水は優れた冷却能力を備えており、(多くの場所で) 豊富に手に入
り、火災の拠点に簡単に運びこむことができます。CO2 やハロンなどの気体、または乾式化学抑制剤の場合、リチウムイ
オン バッテリー パックの燃焼を一時的に抑制することはできますが、リチウムイオン バッテリーを冷却する効果はない
ため、セルの熱暴走反応の伝播を抑えることはできません。LITH-X、黒鉛粉末、銅粉末のような金属の火炎抑制剤は、リ
チウムイオン バッテリー パック関連火災に対して有効とは考えられず、適剤ではありません。

燃焼しているエンクロージャに水を直接かけると、水の電気分解 (水素と酸素への分解) で、電解液放出セル、燃焼プラス
チック、その他可燃物の燃焼によって生じる可燃性ガス混合物が発生しやすくなります。

バッテリー火災は数時間燃え続けることがあり、熱暴走事象で完全に焼き尽くされてから、バッテリー パックが冷えるま
で 24 時間以上かかる場合があります。消火されたように見えるリチウムイオン バッテリー火災 でも、すべてのセルが焼
き尽くされていなければ、破壊または破損したセルや未燃のセルの構成材料の発熱反応により再び燃え上がることがあり
ます。バッテリー パックが完全に焼き尽くされるまで待ち、燃え残りの塊を放水で冷やします。全体の炎と煙が目に見え
て弱まったら、熱探知カメラでユニットの温度を能動的に測定することができます。

消火作業
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4.1.2 防御的消火活動

Tesla では、Tesla エナジー製品の火災を防御的に消火するよう推奨しています。消防隊は、安全な距離を保ち、バッテリ
ーが自然に燃え尽きるのを待ってください。消防隊は、フォグ パターンで隣接ユニットの類焼を防ぎ、煙の漏れや流れを
制御してください。1.45 インチ (~5cm) のハンド ラインで十分なことが立証されています。燃えているユニットに直接
放水しても、燃焼が遅れるだけで、消火することはできません。バッテリー火災は、数時間燃え続けることがあり、エン
クロージャ全体での熱暴走の伝わり方によっては何度か炎があがることがあります。バッテリー パックが完全に焼き尽
くされるまで 24 時間以上かかる場合があります。

4.1.3 消防用 PPE

消防士は、自給式呼吸器 (SCBA) および防火服を着用する必要があります。セルやバッテリーは、過度の熱、火炎、過電
圧などにさらされると、危険性の高い有機蒸気を放出することがあります。これらの蒸気は、揮発性有機化合物 (VOC)、
水素ガス、二酸化炭素、一酸化炭素、すす、およびニッケル、アルミニウム、リチウム、銅、コバルトの酸化物を含有す
る粒子を含んでいる可能性があります。さらに、五フッ化リン、POF3 および HF 蒸気が形成されることもあります。

消火作業
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警告: Tesla エナジー製品の電源をオフにしても、バッテリー電源は切れないため、感電の危険性があります。

警告: 煙や炎が見えたら、製品に近寄らず、そのドアは開けないでください。

緊急時の Powerpack システム、Megapack、または Powerwall の電源切断方法:

5.1 Powerpack システム

1. Powerpack の外部 E ストップ ボタンやリモート シャットダウン接点がある場合、それを結合します。

2. 外部 AC ブレーカーや切断機能が Powerpack の上流にある場合、ブレーカーを開くか、切断します。

3. 安全であることが確認された場合のみ、インバータドアの DC 切断スイッチを切断してください。

5.2 Megapack

1. Megapack の外部 E ストップ ボタンやリモート シャットダウン接点がある場合、それを結合します。

2. 外部 AC ブレーカーや切断機が Megapack の上流にある場合、ブレーカーを開くか、切断します。

3. 安全であることが確認された場合のみ、AC ブレーカーを操作するためのカスタマ インターフェイス ベイ ドアを開い
て、DC ロックアウト キーを取り外し、ロック アウトと、必要に応じてタグ アウト (LOTO) を有効にします。

5.3 Powerwall

1. E ストップ ボタンがある場合、それを結合します。

2. システムの上流側の AC 切断機を開きます。

緊急時の電源切断
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6.1 応急措置

6.1.1 感電 / 感電死

感電または感電死が起きた (あるいは起きたことが疑われる) 場合は、ただちに医療機関に連絡してください。

6.1.2 漏出電解液と接触した場合

バッテリー セルはすべて密閉されています。開いた (壊れた) セルの内容物は皮膚の炎症や化学火傷を引き起こすことが
あります。壊れたバッテリーまたは損傷したバッテリーから漏れた物質が皮膚に触れた場合は、ただちに水で洗い流し、
物質が触れた部分を石鹸と水で洗ってください。化学火傷を負った場合、または炎症が治らない場合は、医師の診断を受
けてください。

目に異物が入ったときは、こすらずに大量の水で 15 分間洗い流してから、医師の診断を受けてください。

6.1.3 電解液蒸気を吸引した場合

電解液蒸気の吸引が発生した場合は、空気が新鮮な場所に当人を移動させます。呼吸が確認できない場合は人工呼吸を施
し、医師の診断を受けてください。

6.1.4 放出ガスを吸入した場合

バッテリー セルはすべて密閉されており、通常の使用条件下ではセルからのガス放出は考えられません。万一、放出ガス
の吸引が発生した場合は、空気が新鮮な場所に当人を移動させます。呼吸をしていない場合は人工呼吸を施します。すぐ
に医師の診断を受けてください。

応急処置
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7.1 保管上の注意

Powerpack システム、Powerwall、サブアセンブリは、設置するまで、認定されたパッケージで保管してください。
Megapack には、パッケージングがなく、出荷時の防水シート付きで保管できます。

端子間短絡が生じるような状態で Tesla エナジー製品を保管することは避けてください (導電経路が形成されないように
する)。

バッテリーの保管温度が高いと、耐用寿命が短くなる場合があります。Tesla エナジー製品は、周囲温度-40°C から 60°C
に、最長 24 時間耐えることができます。ただし、Tesla エナジー製品を 1 か月以上保管する場合は、周囲温度-20℃から
30℃ (-4℉ から 86℉)、結露のない状態で 95％未満の湿度を維持してください。以上の推奨範囲外の温度で保管すると、製
品寿命が短くなるおそれがあります。Tesla エナジー製品を、発熱する機器の近くで保管しないでください。

Tesla エナジー製品を保管するときは、50％充電 (SOC) またそれ以下で保管することが推奨されます。Tesla エナジー製
品を、フル充電 (SOC) や完全放電状態で保管しないでください。いずれの充電状態もバッテリー寿命に悪影響を与えま
す。Tesla エナジー製品を放置状態で 12 か月以上保管するのは避けてください。耐用寿命に悪影響を与えます。

保管場所は洪水の影響を受けない場所を選択する必要があります。

長期保管する場所は、現地の当該消防法の規定に適合している必要があります。

バッテリー パックの保管密度および保管高さについて、監督機関 (AHJ) により許容基準が決定されるはずです。保管場所
の構造特性および防火特性を含む多くの要因と、米国防火協会 (NFPA) および同様の組織が公表した防火に関する推奨事
項に基づいて要件および制限が定められるものと考えられます。本書の執筆時点で、リチウムイオン セルやリチウムイオ
ン バッテリー パックの標準商品分類は定義されていません (2016 NFPA NFP13: スプリンクラー システムの設置標準を
参照)。Tesla 製品の保管時の充電状態 (SOC) の変動は 30～40 %のみで、火災発生時のエネルギー的影響は大きくありま
せん。エネルギー量の逓減例として、 FAA との協力による広範囲におよぶ試験と分析から、航空輸送では 30%レベルが
許容範囲とされています。Tesla では、リチウムイオン セルとバッテリーはパッケージングでグループ A プラスチック商
品と同等の扱いを推奨しています。

保管
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8.1 損傷した Tesla エナジー製品の取り扱い、保管、および輸送

Tesla エナジー製品が損傷した場合は、すみやかに Tesla にご連絡ください。

1 個または複数の Tesla エナジー製品が損傷すると (バッテリー エンクロージャがへこんだり破損したりすると)、加熱が
始まって最終的には火災につながることがあります。セル/バッテリーの損傷または開放は、急速加熱 (構成材料の発熱反
応による)、可燃性蒸気の放出、および自己加熱と熱暴走反応の隣接セルへの伝播につながります。

Tesla エナジー製品が損傷した場合は、取り扱いや輸送は 24 時間以上様子を見てからにしてください。発煙は熱反応が進
行中の可能性があることを示します。24 時間経過しても、煙や炎、クーラント漏れの痕、発熱の兆候がなければ、Tesla
エナジー製品は接続を切り離して安全な場所に移動できます。破損した Tesla エナジー製品の状態確認、接続切り離し、
輸送準備の具体的な手順については、Tesla サービス チームにお問い合わせください。

破損したテスラ エナジー製品の保管時は、発煙、炎、クーラント漏れの痕、発熱の兆候がないか確認してください。製品
の常時監視が不可能な場合 (例えば、長時間の保管中) 、製品を安全な保管場所に移動させる必要があります。

損傷したバッテリは安全のため、近くに可燃性のものがなく、訓練を受けた専門家以外が立ち入らず、人がいる建物の風
下 50 フィート (15m) に保管してください。例えば、フェンスで囲まれた空き地は安全な場所と見なすことができます。
損傷した Tesla エナジー製品を、損傷していない Tesla エナジー製品の近くに保管しないでください。損傷したバッテリ
ーは、輸送中に損傷が進み、火災発生の原因になる場合があります。この危険をさらに減らすため、損傷したバッテリー
の取り扱いには細心の注意を払ってください。

破損した製品
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9.1 廃棄手順

Tesla エナジー リチウムイオン バッテリーは、鉛、カドミウム、水銀などの重金属を含んでいません。

以下の手順は、製品サポート終了 (EOL) になった際の Tesla エナジー製品に適用します。火災や過熱発生後の廃棄方法に
ついては、Tesla にお問い合わせの上、指示に従ってください。

Tesla エナジー製品は、地方、州、連邦政府の規制に従って廃棄またはリサイクルする必要があります。バッテリーの廃
棄に関する条例は法域によって異なります。米国では、バッテリーはユニバーサル廃棄物に分類されており、多くの州は
バッテリー パックの廃棄に関する独自の条例を定めています。例えば、カリフォルニア州では、バッテリーはすべてユニ
バーサル廃棄物処理業者または認可リサイクル施設のもとへ持ち込まなければなりません。

Tesla エナジー製品には、再生可能な材料が使用されています。Tesla はリサイクルを積極的に推奨しています。現時点
で、Tesla 製品を廃棄する必要がある場合は、Tesla の施設に返却していただくようお願いしております。施設で、分解、
廃棄処理を行います。

Tesla に返却せずに廃棄する場合は、廃棄とリサイクルの適切な方法について地方、州や連邦政府の当局に相談してくだ
さい。Tesla は、Tesla バッテリー製品をリサイクルできる能力を持つリサイクル施設が、北米で少なくとも 2 か所、欧
州、中東およびアフリカ (EMEA) 地域で 3 か所あることを把握しています。

廃棄

17リチウムイオン バッテリー緊急対応ガイド

9 廃棄



10.1 メンテナンスまたは修理

Tesla エナジー製品のメンテナンス、サービス、修理は、Tesla 認定サービス技術者により、または Tesla 認定の修理施設
で実施してください。これには、Tesla エナジー製品の全製品寿命間の予防的メンテナンスと是正メンテナンスが含まれ
ます。Tesla 認定技術者以外による不適切な修理を実施すると、本製品の限定保証が無効になり、Tesla エナジー製品の故
障や、危険な状態、あるいは予想外の電気関連事故の原因になるおそれがあります。

メンテナンス
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11.1 輸送に関する情報

リチウムイオン バッテリーは、国際民間航空機関 (ICAO) の危険物安全空輸技術要領、国際航空運送協会 (IATA) の危険物
規則、国際海上危険物 (IMDG) 規則、鉄道 (RID) および道路 (ADR) による危険物の国際輸送に関する欧州協定、および米
国の有害物質条例など国家条例によってクラス 9 の危険物 (別名「有害物質」) として規制されています (49 CFR 173.185 
を参照)。これらの規則には、梱包、ラベリング、マーキング、および説明文書に関するきわめて具体的な規定が含まれて
います。これらの規則はまた、危険物の輸送準備に携わる者は梱包、ラベリング、マーキング、および出荷書類の作成を
適正に行えるように訓練を受けなければならないと規定しています。

UN 番号 3480

正式輸送品目名 リチウムイオン バッテリー

危険有害性分類 クラス 9 雑品

Packing Group N/A

注: 本書における情報および推奨事項の記載は誠意をもって行われたものであり、記載時点では正確であると確信されて
います。ただし TESLA, INC. は、明示的であると暗示的であるとを問わず、かかる情報に関していかなる保証もしませ
ん。

輸送
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改訂
番号

日付 詳細

01 2015 年 7 月 14
日

Tesla Powerpack システム、Powerwall、サブアセンブリ用 ERG

02 2015 年 9 月 3
日

部品番号の追加、重量、電圧および温度の更新、漏出した電解液に関する危険性の明確化、保
管要件の更新、警告ラベル アイコンの更新、パッキング グループの更新。

03 2016 年 10 月 3
日

部品番号の追加、マイナーな編集

04 2017 年 6 月 30
日

接近方法、排気ガス、安全性など、Powerpack 2 の火災時対応方法を追加一般製品情報および
連絡先、部品番号およびリーマン番号の更新

05 2018 年 10 月
22 日

使いやすさと翻訳作業のために再校正。機密ステータスの削除、 CHEMTREC の電話番号を修
正

06 2019 年 2 月 27
日

Tesla エナジー製品火災への対応方法の背景を説明するため保管条件と消防手段の項を更新。
警告と通知のフォーマットとグラフィックスを調整。

07 2019 年 12 月
17 日

連絡窓口情報 (Tesla 連絡窓口)、製品仕様の項、漏出電解液の項を更新し、文書全体に Megapack
を追加。

1.8 2020 年 3 月 11
日

フッター、スタイルを修正。

2.0 2020 年 7 月 8
日 • フォーマットを更新

• 製品仕様を更新

• 連絡先窓口情報を更新

• Megapack 掲載のために温度上昇トピックを修正

• Tesla インバータ名を Powerpack インバータに変更

• わかりやすさのため、電源切断情報を専用トピックに分離

• わかりやすさのため、消火活動の項を再編成

• 再発火リスクの言語を更新

2.1 2020 年 8 月 28
日 • スペア部品仕様を追加

◦ Megapack バッテリーモジュール

◦ Powerpack ポッドモジュール

改定履歴
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